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八戸市健康福祉審議会 平成２６年度第１回社会福祉部会 

  

日時：平成２６年６月３０日（月）１３:３０～   

場所：八戸市庁 本館３階 第三委員会室       

 

司 会     本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、

ただいまから八戸市健康福祉審議会平成２６年度第１回社会福祉部会を開催いたします。 

私は、本日司会を務めさせていただきます福祉政策課の出河と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

会議に入ります前に、新たに委員に委嘱されました方のご紹介をいたします。 

平成２６年６月５日付けで委員に委嘱されました、東奥日報社八戸支社編集部長の珍田秀樹

委員でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、出席状況をお知らせいたします。本日は、東山副部会長、四戸委員が所用のた

め欠席されておりますので、８名の出席となっております。本日は、半数以上の出席者であり

ますので、本会規則第４条第２項及び第５条第１０項により会議が成立しております。 

 

司 会      それでは、坂本部会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

部会長      皆様におかれましては、大変お忙しい中お集まりくださいましてありがとうございます。 

       八戸市健康福祉審議会には４つの部会があり、この社会福祉部会は、社会福祉全般を審議する

部会でございます。本日は、災害対策基本法の改正に伴う八戸市災害時要援護者避難支援プラ

ンの改訂を議題といたしまして会議を開催いたします。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

［議事］ 

司 会     それでは、ただいまより議事に入ります。坂本部会長、よろしくお願いいたします。 

部会長     それでは、議事に入らせていただきます。「八戸市災害時要援護者避難支援プランの改訂」

について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局     福祉政策課の壬生と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

八戸市災害時要援護者避難支援プランの改訂についてご説明させていただきます。 

             災害時要援護者避難支援は平成１８年度から事業を開始しており、平成２２年度には要援護

者避難支援の具体的な法則をもって事業を進行させていくとして避難支援プランを作成いたし

ました。これまでは国が示したガイドラインを基に進行していましたが、平成２６年４月に施

行された「改正災害対策基本法」の中で災害時要援護者の支援について明記され、正式に法制

化したことで、当市におきましても避難支援の方法を整理し、より実効性のある支援体制を整

えるにあたり、八戸市災害時要援護者避難支援プランの改訂に至りました。 



2 

        それでは、避難支援プラン改訂案の中身についてご説明いたします。 

        避難支援プラン改訂案の１ページに参ります。こちらには（１）基本方針を掲載しておりま

す。前回までの基本方針と変わらないところではありますが、目的としては要援護者の避難支

援を適切に行うために平常時から情報を把握し、確実に情報伝達・避難支援に繋げていく体制

を確立するということであります。避難支援プランは、この考え方・進め方を明らかにするも

のであります。より重要視しているものが③自助・共助・公助の考え方ですが、災害が起こっ

た際にはまず地域の中で住民同士の助け合いの中で支援をする共助の視点を避難支援プランの

中で最も重要視しております。 

 

        続きまして２ページに参ります。今回の改訂の中で最も重要なところでありますが、（２）

対象者の考え方、いわゆる避難支援方法の整理を掲載しております。 

別紙をご覧ください。上段はプラン見直し前まで定義していた対象となる方々でございます。 

６５歳以上の高齢者から要介護度が高い方といったように幅広い方々を対象としておりました。 

今回の改訂にあたり、それまでの対象者を２つに区分し適切な避難支援の方法を整えていきた 

いと考えております。具体的には、Ａ登録（要避難支援）という身体的にお一人で避難するこ 

とが困難である、又は災害情報を正確に取得し避難を判断することが困難な方など、第三者の 

手助けが必要な方を対象としているものと、Ｂ登録（要情報伝達）という身体的要件はＡ登録 

の方と変わりないが、ご家族と同居されている、又は保護者がいらっしゃる方などで自力で避 

難することは可能であるが、避難行動に時間がかかるため早めの情報提供が必要な方を対象と 

しているものに区分されます。 

 補足といたしまして、６５歳以上の一人暮らしの方で比較的健康で今回の要援護者に該当し 

ないような方についてですが、災害時に何らかの配慮が必要であると思われる方々を要配慮者 

としてとらえ、関係各課で必要に応じて情報整理をし、災害時の対応に繋げてまいります。 

 

 続きまして３ページに参ります。（３）要援護者の情報収集の仕方・共有の仕方について掲 

載しております。まず①名簿に記載する個人情報ですが、要援護者の名簿を市で作成する際に 

収集する情報でございます。Ａ登録とＢ登録では、Ａ登録の方が収集する情報が多くなってお 

りますが、避難支援に詳細な情報が必要であるためこのようになっております。Ｂ登録につき 

ましては、最低限の基本情報や避難支援を必要とする理由などをご登録いただき、地域の避難 

支援者の方に情報提供をし避難支援に役立てていただくと考えております。見直し前の旧プラ 

ンでは、事細かな情報収集を行っておりましたが、今回は必要最低限の情報のみをご提供いた 

だき登録することとしております。 

        次に②個人情報の把握についてですが、こちらは前回までの方法と変わりなく、３つの方法

で収集しております。１つは「関係機関共有方式」ですが、こちらは国が示した方式であり、

関係各課で情報を共有し支援活動に活用していくものでございます。こちらは「改正災害対策

基本法」の中でも、災害が発生し要援護者の生命に関わる状況にあれば、ご本人の同意を得ず
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とも情報を提供できるという規定がございますので、そうした際に情報共有を活用していくと

考えております。 

        ２つ目は「手上げ方式」といういわゆるご本人からご登録いただくものです。こちらも前回

までと同様に進めていきたいと考えております。３つ目は「同意方式」といい、民生委員のよ

うな地域にいる支援者の方に、要援護者の方々に登録申請をしてはどうかと呼びかけ登録して

いただくものとなっております。この２つ３つ目については、ご本人の同意を得て平常時にも

避難支援の関係者に情報提供をするものでございます。 

        次に③情報を提供する避難支援関係者でございますが、（ア）消防本部、各分遣所及び消防

団（ウ）民生委員、八戸市民生委員児童委員協議会（オ）自主防災組織へはこれまでも情報提

供を行っており今後も継続して情報提供をしていくものですが、（イ）警察については法改正

により新たに追加となりました。避難支援においては重要な役割を担っていただけると考えら

れ、法にのっとり関係者として記載しております。 

        次に④情報の更新方法でございますが、今後、情報の更新をしていくにあたり、収集した情

報に変更があった場合はその都度速やかに更新したいと思いますが、申請主義でありますので

地域の支援者のご協力をいただきながら、新しい情報を収集し情報提供をしていきたいと考え

ております。 

        ⑤情報の管理でございますが、当然のことながら漏洩・紛失等がないように情報の管理をし

ていきます。 

         

        続きまして５ページに参ります。（４）避難支援体制（市の各部局や関係機関等の役割分

担）について掲載しております。市の役割としては前回と変わりないところでございますが、

要援護者支援は、災害対策本部の福祉班と保健班が主体となって行っていくと考えております。

平常時の主な業務としては要援護者の名簿提供や個別の避難支援プランを地域の皆様が作成す

るのを支援し、災害時にあっては避難準備情報を確実に伝達すること、安否確認や避難状況の

把握をしてまいります。 

        次に②避難支援関係者の役割につきまして、災害発生時に、Ａ登録は、登録申請の際に記入

していただいた避難支援者に可能な限りご自身が担当される要援護者の自宅を訪問し直接避難

支援をしていただきたいところです。可能であれば、居宅介護支援事業所のような普段要援護

者の方がサービスを利用しているところでご協力いただける場合は、その事業所と連携を密に

して避難支援を共に行っていただけるような体制を整えていきたいと考えております。Ｂ登録

は、民生委員やほのぼの交流協力員、町内会などと連携して、自宅訪問や電話連絡などにより

情報伝達などの活動をしていただき、迅速な避難を促していただきたいと考えております。 

        次に③個別の避難支援プランでございますが、個々の要援護者に適した具体的な支援方法を、

民生委員や地区の自主防災組織などの避難支援関係者にご協力いただきまして、要援護者ご本

人やそのご家族、あるいは避難支援者と何処へどのように避難するかなどを事前に相談してい

ただくことを想定しております。しかし、避難支援者を選定することはこれまでも難しい面が
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ありました。中には責任を重く感じられる方もいらっしゃいまして、その点については任意の

ご協力のもと、できる範囲で支援を行っていただくということでご理解いただきつつ、ご協力

を仰いでいくというように周知していきたいと考えております。 

 

        続きまして６ページに参ります。こちらには（５）避難準備情報、避難勧告・指示等の伝達

方法が掲載されております。災害が発生し津波注意報・警報等が発表された段階で、市の災害

対策本部が立ち上がり対応がなされる時に要援護者への情報伝達を行っていきます。６ページ

には主に市から情報提供をする方法を掲載しております。２段階に分かれておりまして、１つ

は警戒配備段階といい、震度４の地震が発生した時や津波注意報、大雨等各種警報、避難勧告

が発令された時など、被害が発生する恐れがある場合に市が警戒配備の段階に入ります。その

際には、災害の規模や被害が予想される区域により市民の皆様にその情報が認知されない場合

も可能性として考えられます。そうしたことを想定し、被害が予想される区域にお住まいの要

援護者全員にＡ・Ｂ登録の区別を問わず災害の情報を伝達し、場合によって地域の支援者にも

同様に情報を伝達し避難支援に努めていただくと考えております。防災行政無線やほっとする

メールなどを通じて、地域防災計画に定めるような方法で広く情報伝達をするのに合わせ、災

害対策本部の福祉班が中心となり直接の電話連絡や、予定ではありますが障がい担当課から障

がい者向けのＦＡＸ一斉送信のサービスも併用しながら、できるだけ様々な方法で情報を伝達

していきたいと考えております。 

        もう１段階上がりますと非常配備段階に入ります。こちらは震度５以上の大地震が発生した

時や津波・大津波警報が発表された時、各種警報等が発表されている中で更に台風等の影響で

甚大な被害が予想される場合に市が非常配備の段階に入ります。この段階に入りますと災害に

関する情報を市の広報のみならず広く報道を通じて市民の皆様に周知されることや、過去の災

害経験を踏まえ策定しておりますこの避難支援プランで最も重視している共助の体制の中で避

難支援者に可能な限り情報伝達に当たっていただくというように、地域での情報伝達にご協力

いただきたいと考えております。情報伝達の方法としては、Ａ登録の方へは避難支援者の方が

テレビやラジオにより情報を捉え要援護者の自宅を訪問し避難支援を行う、Ｂ登録の方へは民

生委員や自主防災組織等の支援関係者で情報を共有していただき、それぞれの体制の中で自宅

訪問や電話連絡などにより情報伝達を行っていただきたいと考えております。 

 

        続きまして８ページに参ります。こちらは旧プランの中にも出てきているところではありま

すが、（６）避難誘導の手段・経路や（７）避難所における支援対策について掲載しておりま

す。避難誘導につきましては要援護者名簿や個別の避難支援プラン等に基づき、地域の支援関

係者で連携し避難誘導を行っていただきたいところです。また、平常時につきましてはできる

だけ関係者の中で話し合いをし避難行動をイメージしていただきたいところです。 

        避難所における支援対策につきましては、防災計画にも掲載しているところですが、改めて

注意喚起の意味も含めて掲載しております。避難所内の環境整備や避難者の健康管理は言わず
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もがな行ってまいります。福祉避難所の指定でございますが、関係施設の管理者と事前に協定

を締結しあらかじめ福祉避難所を指定する取り組みを行っております。一般の避難所での生活

が困難な方や特別な支援を要する方などについては、まずは一般避難所に避難していただきま

すが、その後市の職員で構成された要援護者抽出チームが要援護者の状況を聞き取りし、必要

に応じて福祉避難所への輸送を行います。こちらについては別のマニュアルがございますので

割愛させていただきます。 

 

        続きまして９ページに参ります。（８）安否確認体制の整備でございますが、旧プランの中

には掲載していない内容です。平常時についてはできるだけ民生委員や自主防災組織の皆様で

連携し緩やかに見守りをしていただきたいところでございます。災害発生時には直後は非常に

混乱する状況ではありますが、支援体制が整ったところで消防団や自主防災組織の皆様で連携

し、可能な範囲で要援護者の安否確認を行っていただくとともに、必要に応じて支援担当課へ

報告をしていただきたいと考えております。 

        最後になりますが、（９）要援護者避難訓練の実施についてです。旧プランから継続して掲

載しております。最近増加してまいりました自主防災組織の避難訓練の中で、どのように要援

護者の避難支援を行うかをシミュレーションしていただければと思っておりますが、地域住民

や要援護者本人等でコミュニケーションを深めていただき共助の関係がより強くなればという

ところを狙いにしております。更に防災意識の向上を図っていただければと考えております。 

        （１０）様式でございますが、登録の際にご使用いただく用紙を３種類添付しております。

旧様式から大幅に内容を変更し、簡略化し必要最低限の情報のみをとらえるようにしておりま

す。Ａ登録用紙のみ両面になっており、避難支援者や医療情報などより詳細な情報をお寄せい

ただく形になっております。Ｂ登録用紙は片面のみで基本情報・登録区分・緊急時の連絡先と

いった必要最低限の情報のみお寄せいただく形になっております。変更届は提供いただいた情

報に変更がある時にご提出いただき、その都度私どもの方で名簿情報を更新してまいります。 

 

        以上が、今回ご検討いただきたい「八戸市災害時要援護者避難支援プラン（改訂）」の内容

になります。こちらにない項目につきましては、市で策定済みの計画やマニュアルがございま

すので、そちらに沿って運用してまいりたいと思います。関係する計画やマニュアルについて

は、９ページに補足として掲載しておりますので参照いただければと思います。 

説明は以上となります。 

 

部会長      ただいま、事務局より説明をいただきましたが、何かご質問等ございませんでしょうか。 

委 員      関係機関共有方式の説明文ですが、「要援護者に関する情報について、関係部局での“共有

に努め”～」とありますが、“努め”では後退した響きがあるため「“共有し”」と表記した

方が明快ではないでしょうか。 

事務局     現在、要介護度の認定状況や一人暮らし高齢者情報等で既に情報を一元化し関係機関内で共
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有をしていることから、“共有し”という前向きな表現に改めさせていただきます。 

委 員      現在要援護者登録をしている方に対し、ご自身がＡ・Ｂ登録のどちらへ該当するのかなどの

連絡をするのでしょうか。 

事務局     改正災害対策基本法にのっとり名簿を再整備しなければならないため、制度改訂の周知の意

味も込め対象者全員に書類を郵送し再登録をしていただく必要があります。該当するかについ

ての連絡はいたしません。 

委 員     管理ソフト等は国から支給されたものなのでしょうか。又は、国の指示に従い管理ソフトを

作成して使用しているのでしょうか。 

事務局     国からの指示ではなく、各自治体で独自の管理ソフトを作成し使用しております。 

委 員     現在、要援護者登録されている方がお引越しをされたなどの移動情報は、住民基本台帳等と

リンクしていますでしょうか。 

事務局     住民基本台帳等での移動情報は自動的リンクしておりますので使用できます。しかし、住民

票の変更をせずに施設へ入所された方や入院された方につきましてはなかなか情報をつかめな

いのが現状です。 

委 員     これまでは要介護等の認定を受けてはいないが、いざという時のために登録しておきたいと

いう相談を民生委員へされる方がおりました。今回Ａ・Ｂ登録に分けていただいたことやそれ

を市の方から個人へお知らせしていただけるのは民生委員児童委員協議会としても非常にあり

がたい。 

委 員     現在の要援護登録者数やＡ・Ｂ登録それぞれに該当する人数はどの程度でしょうか。 

事務局     平成２６年３月末現在の登録者数ですが、３，７７７人の方にご登録いただいております。

Ａ・Ｂ登録に該当する方の割り振りはしておりませんので、そちらの人数は把握しておりませ

ん。 

委 員     新たな登録申請様式は市独自のものでしょうか。 

事務局     市独自の様式となっております。 

委 員     地域によって要援護者数に差があり、避難支援者数が必ずしも要援護者数に見合った人数い

ないのではないかと思われますが、その場合の支援体制はどのように考えていますでしょうか。 

事務局     これまでも避難支援体制の実効性が課題でございました。Ａ・Ｂ登録に分けてそれぞれ適切

な避難支援をすることによって、避難支援を確実に行える体制を地域の中でとっていきたいと

考えております。 

委 員     改訂避難支援プランを実施するにあたり市の広報や地元紙等でのＰＲ活動はされますでしょ

うか。 

事務局     広報につきましては８月号の特集ページを１ページ使用してお知らせをする予定としており

ます。また、今後は新聞社の方にもご協力をお願いしましてＰＲ活動に努めてまいりたいと考

えております。 

委 員     登録内容に変更が生じた場合はどのような手順で変更を行うのでしょうか。 

事務局     変更届により、ご本人又はご家族の方から変更になった新しい情報を提供していただくのが
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最善の方法だと思われます。実態を把握し実効性のある支援体制に努めるためには、やはりご

本人やご家族、支援者の方から情報を提供していただくことが望ましいため、積極的な呼びか

けを行ってまいりたいと考えております。 

委 員     地域によって民生委員や自主防災組織等の活動状況に差があると思われますが、それが要援

護者に対して影響があるでしょうか。 

事務局     自主防災組織等の地域差はあるかと思われますが、今回避難支援者になっていただく方は、

民生委員や自主防災組織に限らず、ご近所の皆様でと考えております。組織体制がない地域で

も避難支援については行っていけるのではないかと思っております。 

委 員     要援護者個別の避難支援プランはあるのでしょうか。 

事務局     要援護者登録を希望される方が、地域の民生委員などにご相談しながら決めていただくこと

を想定しております。 

委 員     今回から登録申請書へ地図を記載する必要はなくなったのですか。 

事務局     前回までは申請書へ地図の記載をお願いしておりましたが、今回からは、ご提供いただいた

住所を基に市のマップシステムで位置の特定を行いますので、登録申請書から地図記載欄を削

除いたしました。 

委 員     参考までですが、前回までの登録申請の際に申請書へ地図を記載することを嫌がる方が多く

いらっしゃいました。今回、地図記載欄を削除していただいたことは大変ありがたく思います。 

委 員     災害支援として地域・近所の力を期待していると思われますが、日中と夜間では支援体制が

異なってくるのではないかと心配しております。若い方など機動力になる方々が日中は仕事で

いないあたりの配慮はどのようになっていますでしょうか。 

事務局     日中お一人になってしまう方は、要援護者登録をしていただき、市から情報提供をするなど

しカバーしていきたいと考えております。 

部会長      その他、ご質問ございますでしょうか。 

委 員     （質問なし） 

部会長     平成２６年４月に「改正災害対策基本法」が施行されたことに伴う、八戸市災害時要援護者

避難支援プランの改訂について説明してもらいました。これまでの支援体制を避難支援と情報

伝達に整理し、要援護者の状況に合わせた実効性のある支援体制を構築していくということで

あります。行政と地域が連携して、要援護者に対する適切な避難支援の実施に努めていただき

たいと思います。部会の意見としては、皆様このようなことでよろしいでしょうか。 

委 員     異議なし 

部会長     では、そのように決定いたしました。そのほかに、本日の議事についてご質問等はございま

せんでしょうか。 

委 員     （質問なし）  

部会長     それでは、これをもちまして議事を終了させていただきます。 
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司 会     坂本部会長ありがとうございました。本日の社会福祉部会の内容につきましては、年度末に

開催を予定しております八戸市健康福祉審議会にて、ご報告させていただく予定となっており

ます。会議の日程等につきましては、改めて委員の皆様にご案内させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

以上をもちまして、八戸市健康福祉審議会第１回社会福祉部会を閉会させていただきます。 

本日はありがとうございました。 


